
 
     

新型コロナウィルス感染症対策支援事業の交付金を活用して、コロナ禍でも安心して登録や 

相互援助活動をしていただけるように、以下の取り組みをおこなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 

令和４年度の更新ハガキで、継続されなかった「援助・両方会員」のみなさま 

この通信をもちまして退会となります。 

長い間、八尾市のファミサポにご尽力頂き感謝いたします。 

アドバイザーはじめ子育てを頑張る依頼会員さんには、とても心強い存在でした。 

 

末子が新５年生の依頼会員さんは、この通信で最後となり、退会処理を行います。 

なお、今のサポートを継続で希望される場合や、６年生まで在籍したいとお考えの方は必ず６月末までに 

ご連絡ください。 

今後は「援助会員」として当事業にご協力いただけると幸いです。詳しくはセンターまでお問合せください。 

 

依頼会員のみなさまへ 

おもちゃで遊んだあとは・・・ 

紫外線ライト UVBOXで除菌します 

《依頼会員 入会説明》 

《活動中の援助会員には 

感染症対策グッズを定期的にお渡ししています》 

「安全対応マニュアル」が新しくなりました 

2年毎に改正されている安全対応マニュアル。 

会員の方々に、情報をよりわかりやすく届けられるように作成しました。 

４月より配布させて頂いておりますが、必要な方はセンターまでご連絡 

ください。 

アクリル板 

 

絵本も除菌します 

 

スピーカー 

 

不織布マスク 

 

携帯用消毒液 

（２種類） 

 

・机の中央に、アクリル板を設置 

・会則の説明は、音声データーを使用 

 （より注意が必要な個所については、アドバイザー

が説明をします） 

・保護者の近くに、お子さんが遊べるスペースを 

用意しています。 
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＜必修研修講座＞  

援助、両方会員の方に１年間（４月～翌年３月）で１講座を受講していただきます。未受講の場合、 

休会となり援助活動は出来ません。また、セセンンタターーよよりり各各会会員員のの方方へへ個個別別連連絡絡ははいいたたししまませせんんので 

 掲載の講座内容・日時を確認し、各自お申込みください。 
 

 

 
  
    
  

全ての講座のお申込みができますので、参加希望の方は早めにお電話でお申込みください。 
 

コロナ感染対策として募集人数に制限があり、ご希望の講座は早めにお申込みください。 

また来館時にはマスク着用と体温を測って頂く事が必要となります。 

《開催場所》全ての講座の開催場所は「サポートやお」となります。  
開催の変更等については八尾市社会福祉協議会ホームページからも確認できます。  

            八尾市に気象警報が発令されている場合、講座などは中止になります。 
来館前に必ず確認をお願いします。 

 
 

 

社協ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

講座・交流会の予定です 

内　　容 時　間 備　考

18 日 （水） 子どもへのより良い関わり～やさしい発達心理学～ 13:00～15:00

子どもの遊びと遊ばせ方～発達を踏まえて～ 10:00～12:00

子どもに起こりやすい事故予防と応急手当 13:00～15:00 ★

子育て支援～保育の心とは～ 10:00～12:00

子どもの発育と病気 13:00～15:00 ★

26 日 （木） 救急対策と応急処置 10:00～13:00 ◎

子どもの病気と看病のしかた 10:00～12:00 ★

子どもの食生活 13:00～15:00

気になる子どもの行動や関わり 10:00～12:00

子どもの生活へのケアーと援助 13:00～15:00 ★

8 月 3 日 （水） 子どもの発達と事故予防 11:00～12:00 ★

内　　容 時　間 備　考

6 月 26 日 （日） 安全なリビングを作るための片づけ～3つのコツ～ 10:30～11:45

7 月 13 日 （水） ファミサポ広場 10:00～14:30

今年度、更新講座を受けて頂く援助会員の方

２月末にセンターより案内をお送りしております。返信ハガキにご記入頂いた日時に来所ください。

持ち物： 写真２枚（免許証サイズ　縦3㎝×横2.5㎝） ・ 認印 ・ 身分証（住所を確認させていただくため）

・４回目　８月　３日（木） 　9:30～11:00（水） ９：30～11：00

＜更新講座＞ 

・・２回目　６月１６日（木） 15：00～16：30　　　・３回目　６月２６日（日）  ９：00～10：30

8 日

16 日 （木）

備考　【★　事故防止】　【◎　救急】厚生労働省より「少なくとも5年に1回は受講する事」と通達された講座

＜交流会＞ 

日　　程

日　　程

（水）

6 月

5 月

20 日 （金）

21 日 （土）
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 2月 10日（木）   

子育て交流会  「アロマヨガ」 

                        島川 晴美先生 

ファミサポ通信６０号で「お正月運動不足解消 おやこ

体操」をご紹介いただきましたヨガインストラクターの

島川晴美先生を講師にお招きし、「アロマヨガ」を開催

しました。参加者の方は、アロマの香るゆったりとした

空間で、日頃の家事・育児とお疲れな身体をほぐさ

れ、とてもリラックスされた様子でした。「暮らしにヨガ

を取り入れて行きたいと思います」「なかなか出来な

い経験で楽しかったです」「コロナ禍の中、息抜きでき

ました」などご感想をいただきました。 

 

 2月 16日（水）  

必修研修 「子どもへの応急手当訓練」 

                 八尾市消防団 女性分団員 

女性分団員の方々による応急手当訓練を開催しまし

た。各グループに別れ、実際、緊急を要する場面に立

ち会った際にとるべき行動（声掛け）や心肺蘇生法

（AED の使用方法）・のどに異物がつまった場合の対

処法など説明を丁寧にしてもらった後、実技中心の研

修を行いました。 女性分団員ならではの視点から、

きめこまかなアドバイスもあり、参加者の方からも積

極的に質問する様子が多く見られるなど、熱心に学ば

れていました。 

 

 2月 25日（金） 

フォローアップ講座 「アロマクラフト」  

                       藤井 タカ子先生 

藤井タカ子先生による「アロマクラフト」を開催しまし

た。前半はアロマについて(成分・作用など)教えていた

だきました。後半は参加者の方各自が、藤井先生へ相

談・アドバイス受けながら、自分好みの香りを選び、ア

ロマスプレー作りを行いました。用途はマスク以外に

もお好みでお部屋や車内などに。参加者の方は、完成

したオリジナルブレンドのアロマスプレーに大変満足

された様子でした。 

 3月 5日（土）  

子育て講座 「親子で英語に親しもう」  

                       田中 晶子先生 

田中晶子先生による「親子で英語に親しもう」を開催

しました。リズムに合わせて身体を動かし、簡単な英語

の発音や歌などを教わりました。保護者の方には、お

子さんを英語でほめる言葉の紹介もありました。後半

は講座で使うクラフト制作の時間もあり、お子さんも

制作に夢中になっていました。参加者の方は、英語を

通して、楽しみながら、親子でコミュニケーションやス

キンシップをとられていました。 

 

「研修会」・「講座」・「交流会」を開催しました 

工作で“ちょうちょ”を作りました。 

シールで飾り付け中です。 

とても可愛く仕上がりました。 

初めてアロマを体験した方も多く 

症状に合わせた、好きな香りを 

選んでいます！ 
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